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「品質コミュニケーション」。それが、Qualcomm Incorporatedがモ
バイル業界の基盤を構築した目標です。 30年後、今日のワイヤレス
の世界のほぼすべてのコンポーネントの中心にあるのはQualcommテ
クノロジーです。

もちろん、創業の信条のシンプルさは、会社のビジネスの複雑さとは
まったく対照的です。現在、 Qualcommは、世界中の27,000人以上の
従業員の技術的洞察、インテリジェンス、イノベーションによって、
携帯電話の信号を強力に保ち、システムを迅速に動作させ、膨大な範
囲の洗練されたソフトウェアとサービスが正常に情報を配信すること
を可能にし、プロセスとアクティビティをモニタリングし、コミュニ
ケーションを可能にしています。

イノベーションはQualcommの企業文化の中心であり、市場のトップ
でその地位を維持するために会社が最重要視する要素です。

Qualcommでその文化をサポートすることは、従業員の学習と能力開
発を促進するというもう1つの密接な原則です。

Qualcomm Inc.
オンデマンドビデオで従業
員とパートナーのグローバ
ルトレーニングを強化

Qualcommについて 
Qualcomm Incorporatedは、世界を
リードする半導体企業。その技術と
サービスは、現代の無線通信業界の基
盤の多くを構成しています。世界中
で、人々は1日何十億回もQualcomm
テクノロジーによって実現されたもの
に触れていると推定されています。

今日、Qualcommは革新と専門知識を
重視する企業文化を誇っています。そ
の使命は、大きなアイデアにつながる
小さな質問をすることです。

カリフォルニア州サンディエゴに本社
を置くQualcommは、世界中の157箇
所で事業を展開しています。

apac@panopto.com
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Qualcommのビデオを見るにはこ
こをクリックしてください
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技術的な主題については、検索が重
要です。 Panoptoは、レコーディン
グがリソースになり、必要な情報を
見つけ、手元のタスクの解決に戻る
ことができるようにするのに役立ち
ました。

— Dana Sanderlin, Qualcomm Inc.製品管理部長 

よりリーズナブルで、規模の
大きなトレーニングを探して 
Qualcommの従業員、パートナー、請負業者にとっ
て、継続的な学習に対するコミットメントは、同社が
提供する膨大な量のトレーニングオプションにも明確
に表れています。

QualcommのCorporate Learning Centerだけで、年間
300を超えるインストラクター主導のトレーニングイ
ベントが開催され、ほぼ無限の非公式の知識共有セッ
ション、第一人者の会話、ブラウンバッグディスカッ
ションが行われます。そして、それは単なる学習と開
発の中核チームです。 Qualcommワイヤレスアカデ
ミーは、特にエンジニアリングサービスグループのた
めに、毎年さらに300のクラスを提供しています。

Qualcommは多数のライブクラスルームセッションに
加えて、ビデオを使用して多くのトレーニングコース
の可用性を拡張し、エンジニア、アナリスト、幹部、
および組織の他のメンバーがオンデマンドで利用でき
るようにします。 

しかしやがて、作成に必要な時間とコストがオンデマ
ンドビデオの利点を上回りはじめました。

Qualcommが最初にトレーニングセッションのビデオ
録画の作成を開始したとき、同社は各ビデオの録画と
制作を外部ベンダーに委託していました。セッション
は通常、共有する準備ができるまで元のプレゼンテー
ションから1〜2週間かかり、それぞれがチームの予
算に対して新しい請求書を追加していました。

個々のセッションでは、それらは差し迫った問題では
ありませんでしたが、会社はもっと多くのトレーニン
グイベントを記録しようとしており、ますます多くの
パートナー、経営陣、およびその他の人々が、スト
リーミングの高速化、モバイル対応、共有の簡素化な
どの技術改善を要求するようになりました。包括的な
ビデオコンテンツの検索では、会社の学習および開発
チームがビデオを使用する方法は単純に拡張できない
ということがすぐに明らかになりました。そして、そ
の問題は、他のチームのイニシアチブも同様に拡張す
るのが非常に難しいことを意味していました。

チームはまとめて、eラーニング用のビデオを配信す
るためのより効率的なツールを探し始めました。その
とき、QualcommはPanoptoを見つけたのです。

製品管理部長のダナ・サンダーリン氏は、次のように
回想します。「Panoptoを最初に見つけたとき、『わ
あ、このビデオはすべて自分たちで作れるし、簡単
だ。これは私たちの世界を開く可能性がある。』と、
思いました。」

数分でビデオ制作
をトレーニング 
サンダーリン氏は、Qualcommでの職務において、
企業エンジニアリングサービスをサポートする
Qualcommワイヤレスアカデミーの配信業務と製品
を担当しています。

Qualcommのエンジニアは、3Gおよび4Gワイヤレス
規格であるテレコム組織のグループが作成した国際
規格の専門家であることが期待されています。その
専門知識により、Qualcommのエンジニアは、世界中
の無線事業者をサポートし、最高のパフォーマンス
を発揮するようネットワークを最適化することが期
待されています。これは、オリンピック、ワールド
カップ、スーパーボウルなどのメガイベントによっ
て発生するネットワークアクティビティの急激な急
増の際に特に重要であり、現在では世界中の携帯電
話やタブレットにオンラインで定期的にストリーミ
ングされています。

ただし、これらのワイヤレス規格は非常に詳細な技
術です。これは、スキミングしてすぐに理解できる
タイプの情報ではありません。その複雑さを管理
し、これらの複雑なドキュメントを説明するのに 
Qualcommワイヤレスアカデミーでは、包括的なト
レーニング計画を提供するように設計されていま
す。
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毎年、Qualcommワイヤレスアカデミーは、3Gおよび
4Gワイヤレス規格に関連する30の科目で8,000人以上
の学生を訓練しています。コースは長時間に及び、3
日間以上実行されることが多く、クイックリファレン
スガイドというよりも大学の教科書に似た一連の高密
度のテクニカルハンドブックを中心に展開します。

一度に全てを理解するのは非常に大変です。そのた
め、Qualcommはワイヤレスアカデミーセッションも
記録しています。同社は、ビデオを使用することで学
習者がトピックに戻ってトピックに再度アクセスでき
るようになり、特定の詳細から主題全体にいたるま
で、最も関連性の高いタイミングで簡単に見直せるよ
うになりました。

「通常、eラーニングでは、情報量が少し劣ってしま
います。しかし、それは高度な技術トレーニングには
まったく当てはまりません」とサンダーリン氏は言い
ました。 「ワイヤレスアカデミーでは高度な技術ト
レーニングを提供していますが、エンジニアは私たち
の教えることができる限りすべての詳細を求めていま
す—そのためにぴったりのビデオが見つかりました。
そして、それは何年もの間私たちのために働き続けて
くれています。」

実際、Qualcommワイヤレスアカデミーには、トレー
ニングコースを補足するためにビデオを使用した長い
歴史がありました。しかし、チームはますます、サー
ドパーティのAVチームで完全なトレーニングビデオを
生成するコスト（クラスを記録し、スライドとノート
を含むビデオを作成し、音声コンテンツと画面上のコ
ンテンツを検索可能にインデックス化するコスト）が
膨大であることに気が付きました。

サンダーリン氏は、チームが成長を続け、新しいト
レーニングや更新されたトレーニングを提供できるよ
うにするために、チームの努力を拡大するのに役立つ
ツールが必要であることを知っていました。彼女の
チームは、QualcommでPanoptoをテストした最初の
チームです。

ワイヤレスアカデミーでは高度な技
術トレーニングを提供しています
が、エンジニアは私たちの教えるこ
とができる限りすべての詳細を求め
ています—そのためにぴったりのビ
デオが見つかりました。

—   Dana Sanderlin, Qualcomm Inc.製品管理部長 

「Panoptoは、eラーニングの方法を拡張する費用対
効果の高いツールを提供してくれます」とサンダー
リン氏は言います。 「Panoptoを使用すると、1
日、2日、3日のクラスを記録し、セクションごとに
プレイリストに入れて、トレーナーのビデオとスラ
イドの両方を並べて提示できます。必要なときにい
つでもトレーニングライブラリ既存のビデオを更新
し、継続的に強化できます。」

また、トレーニングビデオで話されたり画面に表示
されたりするすべての単語をインデックス化および
検索するPanoptoの機能も重要です。

「技術的な主題については、実際の音声コンテンツ
や画面上のコンテンツを検索する能力が重要になり
ます」とサンダーリン氏は述べています。 「1日ま
たは1週間続くこともあるトレーニングセッション
にいるとき、ポイントは覚えることではありませ
ん。物事がどのように機能し、どこにあるかを学
び、途中で理解を得ることが重要です。 Panoptoを
使用することで、記録がリソースに戻り、必要な情
報を見つけて、手元のタスクの解決に戻ることがで
きます。」

Panoptoを使用すると、ビデオの録画、管理、共
有、検索が簡単になります。トレーニングチームは
Panoptoを使用して、HDカムコーダーからシンプル
なウェブカメラ、さらにはスマートフォンやタブ
レットに至るまで、事実上あらゆる種類のトレーニ
ングアクティビティのビデオを、いつでもどこで
も、あらゆるデバイスで録画できます。記録された
新しいビデオとともに、組織は既存のトレーニング
ビデオのライブラリを安全なPanoptoビデオライブ
ラリにすばやくアップロードできます。そこでは、
デバイスで最適な再生のために自動的にトランス
コードされ、検索用に完全にインデックス付けさ
れ、承認された他のユーザーと共有できるようにな
り、オンデマンドで視聴できるようになります。

Panoptoを使用すると、第三者のAVスペシャリスト
に必要な時間と費用がかかることなく、ビデオの制
作と管理の技術的側面が即座に処理されます。ト
レーニングチームが「レコード」をクリックするだ
けで、残りはPanoptoが処理します。

「今、私たちのチームはトレーニングプログラムの一
環としてビデオに期待するようになりました」とサン
ダーリン氏は言います。 「インストラクター主導の
教室、コースブック、自習ガイドに加えて、ビデオを
使用すると、クラスをオンデマンドで視聴したり、主
題の専門家が誰であるかを知ったり、社内でコラボ
レーションしたりできます。」

https://www.panopto.com/try/
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大規模なオンデマンドトレ
ーニングライブラリの設計 
Qualcommでは、会社のイノベーション文化をサポー
トすることは、従業員が正式なトレーニングと非公式
のトレーニングを組み合わせて、毎日新しいことを学
ぶよう促すことを意味します。これは、会社のコーポ
レートラーニングセンターの憲章です。このグループ
は、高度な技術工学の講義からビジネス管理、プロ
ジェクト管理、プログラム管理、リーダーシップ、財
務などのセッションに至るまで、膨大な知識のキュ
レーションを担当しています。

ケン・デイビス氏は、 Corporate Learning Centerの
シニアラーニングテクノロジースペシャリストです。
組織がテクノロジーを使用してトレーニング活動の範
囲を継続的に拡大し、そのすべての情報を会社のグ
ローバルおよびモバイルオーディエンスに提供するの
を支援するのが彼の仕事です。

「より多くのコンテンツを活用したかったので
す。」とデイビス氏は回想します。 「私たちは年間
約300のインストラクター主導のイベントを開催しま
したが、まだ記録されていないものがありました。
第一人者の講演、知識共有セッション、ブラウン
バッグディスカッションなどです。これらの環境に
は多くの素晴らしい情報が存在することがわかって
いたので、それをキャプチャして、いつでもどこで
もQualcommの全員が利用できるようにしたかったの
です。」

デイビス氏にとって、それは適切なサポートツール
を適切な場所に配置することから始まりました。そ
して彼のリストの一番上にあったのは、組織のビデ
オコンテンツを管理するためのより良い方法でした。

「インストラクターのビデオとスライドデッキを同時
に共有できるようにしたかったのです。」とデイビス
氏は言います。 「それが私たちのビデオスペシャリ
ストチームとやっていたことです。セッションは内部
ファイル共有に記録された後、ビデオはそこから取り
出され、スペシャリストに渡されました。彼らは別の
プログラムでそれを好転させ、ビデオを作成し、スラ
イドを追加し、インデックスを追加しました。ビデオ
は素晴らしいリソースでしたが、プロセス全体に
10〜12週間かかりました。今では、すべてを
Panoptoからワンタッチで記録できます。」

Panoptoを使用すると、Qualcommチームはほとんど
何でも簡単に記録できます。 「プレゼンターがコン
ピューターでプレゼンテーションを行い、画面上で
好きなものを共有できるようになりました。そし
て、オーディオとビデオを別々に記録する別のコン
ピューターがあります。その両方を単一のセッション
に記録し、それから、インデックスを作成すると、素
晴らしいプレゼンテーションが生まれました。」

そこから、デイビス氏によれば、「あらゆる種類のコ
ンセプトに急速に拡大し、Webサイト、モバイルアプ
リケーション、あらゆる場所にビデオを提供しまし
た。 Panoptoを使用すると、ビデオコンテンツをクラ
ウドに保存できます。つまり、すぐに公開して共有
し、サポートすることができます。」

Panoptoは、eラーニングの方法
を拡大するための費用対効果の
高いツールを提供します。

—   Dana Sanderlin, Qualcomm Inc.製品管理部長  

グローバル組織向けのスケ
ーリングトレーニング 
Qualcommの学習および開発チームは将来に目を向け
ているため、重要な検討事項は、学習と開発のリソー
スを世界中の従業員に提供できる、最適なスケーリン
グ方法です。

「私たちは国際的に成長しています。」とデイビス氏
は言います。 「過去10年間で規模は2倍になりまし
た。現在、実際にアメリカにいるよりも多くの人が海
外のオフィスにいます。それでは、どうやってそれを
サポートし続けるのでしょうか？ソフトウェアに大き
な変更があった場合、インストラクター主導のトレー
ニングのみを行う場合、どのようにしてそのメッセー
ジを伝えることが出来るのでしょうか？数十人に対し
て、教室に行き講義を主催するためには莫大な費用が
かかったでしょう。それなら、そのセッションを部屋
で1回開催し、Panoptoを使用してそのクラスをリ
モートオフィスの100人にライブでブロードキャスト
し、それをオンデマンドで記録することが、より賢明
な選択肢であると考えています。」

すでにPanoptoは、チームが世界中のオフィスに効率
的にアクセスできるように支援しています。「過去
に、ビデオを自社の内部ビデオライブラリに記録した
とき、インドの人々はさまざまなネットワークの輪を
すべて通過し、地球の裏側からそのサーバーに到達し
なくてはいけませんでした。」とデイビス氏は報告し
ます。

また、その柔軟性により、Qualcomm ワイヤレスアカ
デミーの新しい選択肢も開かれています。 「今、私
たちは主題専門家に彼らの知識を共有する短いポッド
キャストを記録するように頼んでいます。」とサン
ダーリン氏は言います。 「すでに非常に人気があり
ます。そして今、ビデオポッドキャストの録画への切
り替えに取り組んでいます。人々が参考にするための
ビデオを含めることができるので、小さなサイズの技
術概念をさらに理解しやすくします。」

https://www.panopto.com/try/
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「将来的には、Qualcommの全員が共同作業にPanopto
を使用できるようになりたいと思います」とサンダー
リン氏は言います。 「チームの全員とのコラボレー
ションは、テクノロジーリーダーであり続けるために
非常に重要です。私たちのエンジニアはお互いから多
くのことを学びます。すでにそれは革新のための非常
に強力な力です。それを活用することで、Panoptoで
スケーリングすることで、Qualcommの全員が実際にア
イデアや洞察を交換し、互いの専門知識を学び、革新
を続けるのに役立つ知識を共有できる、より協調的な
環境を促進することができます。」

「読み込みはするものの、非常に遅かったです。」
－それは理想的な体験とは言えませんでした。 今で
はPanoptoをクラウドにインストールしたことで、
インドの人々が、「動画が始まるまで20分間待つ必
要はありません。すぐに始まります。」と言ってく
れます。

Qualcommは、アクセシビリティの向上に加えて、
教室環境の視覚的性質と双方向性を維持するために
ビデオを探しています。 「私たちは、プログラムを
教えている人を見てやり取りしたいエンジニアの視
点から見ています」とデイビス氏は言います。 「こ
れは、リモートオフィスでは特に重要です。ホーム
オフィスの誰かが情報を案内するためにそこにいる
ことを知りたいのです。オンデマンドビデオはその
重要な部分であり、特にヨーロッパとアジアで
は、eラーニングはすでに文化的に人々が教えるこ
とを期待している方法の一部です。」

未来に目を向ける—
コラボレーションによるト
レーニングの促進 
Qualcommの学習および開発チームは、世界中で公
式および非公式のトレーニング活動のサポートを拡
大し続けているため、従業員トレーニングの別の重
要なトレンドであるソーシャルラーニングとコラボ
レーションによる教育にも照準を合わせています。

今日、事実上すべての組織は、学習インフラストラ
クチャの重要な部分としてソーシャルラーニングに
頼っていますが、ほとんどの場合、従業員がお互い
に共有するすべてのヒントとベストプラクティスは
記録されないままになっています。主要な専門家の
知識は、結局彼らの中にしかとどまりません。つま
り、それはその知識を必要とする人は誰もが利用で
きないことを意味します。

「今、従業員の関係とコミュニケーショングループ
は、Panoptoのプレゼンテーションをますます活用
して、社会的知識の共有を実現しています」とデイ
ビス氏は言います。 「そしてそれを実現してくれる
のは、Panoptoが備えている独自のキャプチャ機能
です。画面上のものをキャプチャし、追加のカメラ
からの追加の映像を記録し、すべてをまとめて、検
索と共有を簡単にするのです。」

Panoptoを最初に見つけたとき、
『わあ、このビデオはすべて自分
たちで作れるし、簡単だ。これは
私たちの世界を開く可能性があ
る。』と、思いました。

— Dana Sanderlin, Qualcomm Inc.製品管理部長 
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